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年末調整が大幅に変更されています
税務調査で指摘の多いところ
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　新型コロナウイルスが感染拡大し始めた当初は、一時的に国内外の産業に深刻なダメージ

を与えるものの、夏ごろには感染者数が減少に転じ、秋には通常の経済活動に戻ると思って

いた人が多かったことと思います。

　しかし、現状は感染終息の見通しが未だ立たず、これから向かう冬のインフルエンザ流行

期とも重なる先行き不安がある中、誰もが一日も早いワクチンの開発を心待ちにしている状

況であります。しかしそのワクチンが本当に救世主となるのか様々な心配も報道されていま

す。

　新型コロナウイルスに対する薬は、治療薬とワクチンがあります。ウイルスに感染した後

に用いられるのが治療薬であり、ウイルスの増殖を防ぐ薬や、ウイルスにより引き起こされ

る病気の症状を緩和する薬があります。一方、ワクチンはウイルスに感染する前に使う薬、

いわば防御力を高めるための薬です。あらかじめ毒性の弱い新型コロナウイルスを体内に注

射し、体内に侵入してきた病原体を敵だと認識し、除去するために戦う免疫（抗体）をつくっ

ておくことで、いざ感染した時に素早く退治できるようにしておく薬であります。また最近

話題になっているモノクローナル抗体、感染し回復した人の血液から新型コロナウイルスを

攻撃する抗体を作る免疫細胞を選び出し、その細胞を人工的に増やし、副作用の少ない予防

と治療の両方に使用できる抗体医薬品の開発も進められおり、大きな注目を集めています。

しかし最近、感染し一度治った人が再び感染する「ウイルス変異による二度かかり」も報告

されており、ワクチンの副作用に対する安全性の担保も含めて、ワクチンが出来ればすべて

解決すると安易に考えられるものでもないようです。

　ワクチンが完成しても、この新型コロナウイルスとの闘いは相当期間続くものと覚悟を決

め、私たちの仕事のあり方を抜本的に見直す必要があります。しばらく辛抱していれば過ぎ

去っていくものではなく、今の現実を受け入れマスク手洗いや 3 密と云う基本的な感染予防

をしながら日常業務を送る。「with コロナ」の時代に合わせ、新しい経営戦略を立て直すこ

とが、今私たち経営者に課された課題であります。
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令和 2年分から年末調整が大幅に変更されています令和 2年分から年末調整が大幅に変更されています

　令和 2年分から年末調整の内容が大幅に変更されました。今回はこの変更点についてまとめます。

１ 給与所得控除の引き下げ

　所得税の計算において最初に収入金額から差し引かれる給与所得控除の額が、収入金額に関わらず一律 10 万円引き下

げられました。また上限額がこれまでの 220 万円から 195 万円に変更となっています。

２ 基礎控除の変更

　これまでは一律 38 万円が控除されてきまし

たが、所得金額に応じて図 1の様に変更となっ

ています。また年末調整には影響がありません

が、住民税の計算に用いられる控除額も変更と

なっています。

図 1
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（かっこ内は住民税計算における控除額）

３ 所得金額調整控除の創設

　①と②の変更により年収 850 万円超となると

税負担が増えることとなりました。これを受け

て介護・子育て世代の負担減を目的として創設

された控除です。

年収が 850 万円超で次のいずれかに該当する者

 1. 本人が特別障害者

 2. 23 歳未満の扶養親族がいる

 3. 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

控除額 ＝ （収入金額－850 万円）× 10％

４ 寡婦 ( 寡夫 ) 控除の要件見直し

　これまで控除対象とならなかった「未婚のひ

とり親」が対象に加わり、控除額の男女差が無

くなり、一律の所得上限 (合計所得金額 500 万

円 )が設けられました。

図 2 死別 離別 未婚のひとり親
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　これらの改正により、配偶者や扶養親族の所得金額の計算にも影響が出てきます。詳しくは担当スタッフまでお尋ね

ください。 （監査部　奥野）

税務調査で指摘の多いところ税務調査で指摘の多いところ

　ある日突然、税務調査官がやって来て……。2018 年度において法人税の調査は 9万 9千件実

施され、そのうち 7万 4千件が調査指摘を受けています。実際にどのような事項が調査されてい

るのでしょうか。調査事項は多岐に亘りますが、今回は調査の多い、売上高について確認してみ

たいと思います。

　売上高の調査においては主に以下の 2点があります。いずれも正しく売上高が計上されている

かを確認することを目的としています。

売上の計上時期
　税務上は売上の計上時期は基本的に「商品を引き渡した時点」や「サービスを提供した時点」で計上しなければなり

ません。例えば建設業においては、請負工事で残工事が少しあり仕掛工事としていたが、施主が既に使用収益していた

ために売上と認定された事例があります。

売上の計上漏れ
　飲食店の税務調査などでは、調査官が事前に客のふりをして実際に飲食し、調査の時に自分のレシートに対応する売

上が本当に計上されているかを確認されることがあります。レジロールや宴会予約帳だけではなく、社長個人の通帳も

見られます。銀行は税務署の調査等で情報開示を求められた場合、応じることが決められているからです。売上を故意

に抜いた場合には大変厳しい罰則があり、重加算税等売上同等の追徴が課されます。

　売上の調査においては、取引先への反面調査が行われることがあり、取引先にも負担を強いることになります。取引

先からの信用悪化を招いてしまうことも肝に銘じなければなりません。 （監査部　井本）
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固定資産税・都市計画税の軽減措置について固定資産税・都市計画税の軽減措置について

　これまで、新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少している中小事業者・小規模事業者（以下、中小事業者等）

に対し、国や地方公共団体は様々な緊急経済対策を講じてきました。今回はその中で税制上の措置の一つである『固定

資産税・都市計画税の軽減措置』について説明します。

固定資産税・都市計画税の減免

　中小事業者の税負担を軽減するため、中小事業者等の保有す

るすべての設備や建物等の 2021 年度※の固定資産税及び都市

計画税を、売上の減少幅に応じ、ゼロまたは 1／ 2となります。

※2020 年度の固定資産税及び都市計画税は、新たな特例措置（収入が前年

同月比 20％以上減）に基づき、1年間、納税猶予可能。

2020 年 2 月～ 10 月までの
任意の 3ヶ月間の売上高の

対前年同期比減少率

30％以上 50％未満

50％以上減少

減免率

2分の 1

全額

　その他、生産性向上に向けた中小事業者等の新規投資を促進するため、中小事業者等が新たに投資した設備については、

自治体の定める条例に沿って、投資後 3年間、固定資産税が免除される固定資産税の特例（固定ゼロの特例）の拡充・

延長があります。（※先端設備等導入計画の提出が必要です。）

　固定資産税・都市計画税の軽減申請には、償却資産申告書一式とともに、認定経営革新等支援機関等が確認した証明

書及び同機関に提出した書類一式が必要となります。

　詳細は、中小企業庁のＨＰに掲載されており、各市町村からは 12 月頃に償却資産申告書とともに案内があると思われ

ます。固定資産税・都市計画税の軽減措置について、詳しく確認したい方、不明点等の確認をしたい方は、当社スタッ

フまでお尋ねください。

中小企業庁　https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html （監査部　山影）

相続でもめる可能性のある事例の紹介②相続でもめる可能性のある事例の紹介②

　前回に引き続き相続になった時に大変になってしまう事例の紹介です。

特定の子に多く財産を遺したい、

またはあげたくない相続人がいる

会社を継いでくれる子どもには多く財産を遺してあげたいと思うのは当然の

ことです。しかし、民法では兄弟姉妹の法定相続分は同じであるため、多く

遺したい相続人がいる場合遺言書が必要になります。

相続税の納税資金がない
相続税対策として、暦年贈与を繰り返したために相続が発生した時に納税資

金が足りないこともあります。贈与の仕方をどうするか工夫が必要です。

　上記事例で気になることがある方は一度相続まるごと相談センターへご相談ください。

（相続まるごと相談センター　彼谷）

災害時のスマートフォン利用災害時のスマートフォン利用

　近年、自然災害で避難を余儀なくされる地域が多くあります。そんなとき、多くの人が持っているスマートフォンを

どのように利用できるでしょうか。

　まずは防災アプリ。インストールしておくと天候による災害を予報してくれるものや、被災時にとるべき行動を教え

てくれるものなどがあり、いざというときに活用できます。

　次に災害時の連絡手段として、「災害用伝言板」「災害用伝言ダイヤル」が用意されます。災害時には電話やインターネッ

トにつながりにくくなることがあるため、スムーズに連絡を取れるよう家族等と連絡手段を相談し、使い方の確認をし

ておきましょう。また、災害地域に開放される Wi-Fi「00000JAPAN」は無料で利用できます。こちらはセキュリティの

弱点があるため、個人情報やお金が関係するサービスの利用は避けましょう。

　停電が続く地域では充電が難しくなるため、モバイルバッテリーやシガーソケット充電器を備えておくと便利です。

また、災害時に充電スポットを設ける自治体が増えていますので、自治体の公式情報を確認するようにしましょう。

　連絡や情報収集に利用し、懐中電灯や救助笛代わり等さまざまに使えるスマートフォンですが、あらかじめ準備して

おくことが大切です。災害時の利用方法について、改めて確認してみてください。 （ＩＴ事業部　堀江）
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コロナ禍で考えるべき保障の姿コロナ禍で考えるべき保障の姿

　コロナ禍で皆様が苦慮していることが『資金繰り』だと思います。

　資金繰りを改善するためにはどうすればよいのか？ということですが、それには経費の洗い出し、見直しが必要とな

ります。その中で一番手っ取り早く見直せる経費が、生命保険となります。「①付き合いで言われるままに保険に加入し

ている」「②生命保険・損害保険の内容を理解していない」「③借入金は少なくなっているにも関わらず、保険は見直し

ていない」「④急激に経営状況が変化しているにも関わらず、保険は見直していない」等に当てはまる方は見直されるこ

とをお勧めします。

　健康状態が悪く、保険を見直すことができないと思っている方でも、現在ご加入の保険の変換制度を活用し、見直す

ことができる場合もあります。

　また、損害保険の見直しポイントはリスクチェックとなります。小さなリスクの補償は不要ですが、万が一発生する

と経営危機を引き起こすリスクは保険でカバーする必要があります。最近は在宅ワークに備えたサイバーセキュリティ

保険やコロナに対応した保険もあります。（コロナ対応の保険は、業種・状況に応じて異なります。）

　経費を見直す事により、損益計算書・貸借対照表の数字の改善にもつながります。そこで、損益計算書・貸借対照表

のどの数字を金融機関がチェックするかをこの機会にご紹介します。

損益計算書

① 売上高営業利益率

② インタレスト・カバレッジ・レシオ
　 （営業利益÷支払利息）

③ 売上高経常利益率

貸借対照表

① 手元流動性

② 運転資金月商倍率

③ キャッシュフロー借入倍率

④ 自己資本比率

　個々の説明は省略しますが、保険を見直すことで上記の数字の一部を少し改善することもできます。もし、ご質問等

ございましたら、ＦＰ事業部　北守までご連絡ください。 （ＦＰ事業部　北守）

マスク肌荒れしていませんか？マスク肌荒れしていませんか？

　今年はインフルエンザや花粉症に加え新型コロナウイルスなどへの対策で、例年以上にマスクを着用している期間が

長くなっていることでマスクによる肌トラブルを抱えている人もいるのではないでしょうか？

マ
ス
ク
肌
荒
れ
の

原
因

摩擦

ムレ

乾燥

マスクの着脱やズレ直しで肌と繊維がこすれ合うことで角層表面が削られ肌のバリ

ア機能が低下→ちょっとした刺激にも赤みやかぶれ、ニキビを起こしやすくなる

呼気によりマスクの中は温度・湿度が高く雑菌が繁殖しやすい状態で汗や皮脂も

増加→ニキビ・吹き出物ができやすくなる

マスクを外すと内部の湿気が急激に蒸散し肌内部の水分も奪われる→肌のかさつ

き・ごわつきが起こりやすくなる

対
策

・雑菌の繁殖を防ぐためにも口周りに汗をかいたらこまめに拭く

・こすりすぎないよう丁寧に洗顔し洗顔後には化粧水や乳液等で保湿ケアをおこなう

・不織布マスクが肌に合わない場合は綿ガーゼやシルクなどの天然素材のものを試す

　上記以外を原因として肌荒れしている可能性もあります、肌荒れが気になる場合は自己判断せず早めに皮膚科を受診

しましょう。 （監査部　中居）

　この半年間程、『新型コロナウイルス』という言葉を聞かなかった

日は恐らくありません。日本としても予定していた東京オリンピッ

クが 1年間の延期となり、大きな影響を受けました。個人としても

旅行はおろか、ちょっとした外出も自粛する生活となり、息苦しい

日々が続いております。1日も早く元の生活に戻れることを祈るば

かりです。 （ＣＯＭ委員　飯野）

相続まるごと相談センター
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